
※図書館・中央公民館は、指定管理者(株)図書館流通センターが運営しています。

開館カレンダー …休館日

移動図書館『めばる号』巡回日
※天候等により運休する場合があります。

↑玉野市立図書館・
中央公民館ＨP

～15
（金）

7/ 30
（金）

9/

「こんないきもの、いたらいいな♪」を自由に描いてみよう！
『第８回 夢のいきもの大募集 !！』作品募集中

『ライオンのこころ』パネル展

オリジナルの塩を作りました！ 8月20日（土）ギャラリー

みんなで型染めを楽しみました！ 8月21 日（日）実習室

8月2日（火）～ 26日（金）予約棚付近

開館時間　
朝９時～夜９時

玉野市立図書館・中央公民館

くらべるえほん　たべものミュージアムグッズのチカラ
ちかつ　たけお／さく・え　Eチ　学研プラス　2022 年　ミュージアムグッズは、おみやげとしてだけ

でなく、私たちを博物館へと誘う「チカラ」に
溢れています。「かわいいを楽しみたい」「感動
を持ち帰りたい」など博物館や美術館の楽しみ
方ごとにミュージアムグッズが紹介されていま
す。開発秘話など、読めば読むほどミュージア
ムに行きたくなりますよ。当館の「たまのの
ミュージアム」のグッズコーナーにもぜひお立
ち寄りください。

　キャベツとレタス、この絵本にはよく似た
食べ物が 2つ並んでいます。じっくり観察し
て、よく見比べると必ず違いがみつかります。
正解は 1つではなく、自分なりの違いをみつ
ける、考える力を育む絵本です。絵は写実的
で、丁寧に描かれていて、図鑑と絵本の楽し
さが両方味わえます。表紙のきれいな色のク
リームソーダは本当においしそうです。

　《たまののミュージアム》で開催中の『染色家 北野静樹展
～型染め妖怪とたまのの伝説～』の特別ワークショップとして
型染めを体験しました！
　エコバックやハンカチなどに特殊
な染料を使って染めていく方法で、
みなさん楽しんで製作されていま
した。ご参加くださりありがとう
ございました！

大澤　夏美／著　069オ
国書刊行会　2021年

図書館・中央公民館だより
（文化センター）

9月の図書館
特集展示♪

≪児童コーナー≫9 月の本、ピーターラビット 120 周年
≪企画コーナー≫星と音楽
≪一般コーナー≫敬老の日 2022 ～本を読んでみませんか～
≪予約棚前≫ガン制圧パネル展

対象：全国の4～12歳（小学生以下）
応募用紙にご記入のうえ郵送、または
図書館総合カウンターまでお持ちください。
締切：2022年 9月30日（金）必着

←『夢のいきもの大募集!!』
公式ホームページ

主催：（公社）玉野市観光協会
共催：ショッピングモールメルカ、
　　　玉野市教育委員会（図書館・中央公民館）
協賛：　　　　　　　　　  玉野支店　後援：玉野商工会議所

　『瀬戸内国際芸術祭 2022【宇野港エリア】作品写真展示』の特別イ
ベントとして「オリジナル塩づくりワークショップ」を開催しました。
　玉野でつくられた塩に、玉野特産の食材 レモン・海苔・紫いも・
パプリカ・パクチーの粉末を自分好みに合わせてブレンド塩を作りま
した。
　たくさんのご参加、ありがとうございました！

　絵本『ライオンのこころ』作品パネルを展示し
ました。翻訳された俳優・安藤サクラさんのサイ
ンや様々なライオンの本を多数展示し、ジャング
ルをイメージした飾りつけを皆さん楽しんで閲覧
していました。

9月7日
（第１水曜日）

9月14日
（第２水曜日）

9月16日
（第３金曜日）

次回
めばる号
巡回日

10月  5日（第1水曜日）
10月12日（第２水曜日）
10月21日（第３金曜日）※東紅陽台は1丁目

2

～５
（金）

8/ 11
（日）

9/ 駅東創庫作家　染色家 北野静樹展
～型染め妖怪とたまのの伝説～

場　所　たまののミュージアム
入場料　無料
時　間 9～ 21 時

　玉野市築港にある『駅東創庫』を拠点とし活動している作家の作品
展を開催中！『たまのの伝説』と題し、玉野市や瀬戸内の怪談、奇談
など玉野市立図書館の蔵書を用いて自作の型染め Tシャツと解説パネ
ルを展示しています。

3
（土）

9/ 玉野市立図書館 特別講座【ミニレクチャー　ガンにそなえる】

場　所　多目的室（大） 　料　金 無料
時　間　14 時～ 14 時 45 分    定　員　50 名　※要申込み、先着順
講　師　岡山赤十字病院　がん相談支援センター
　　　　相談員　立花 裕子  氏
申込方法　お電話または総合カウンターで申し込み
　　　　　（31-3712）

　2人に 1人が、ガンにかかる時代。ガンから身を守るためには、ガンの正しい知識と
定期的な「ガン検診」が大切。「備えあれば憂いなし」のガン講座です。　

24
（土）

9/ おもちゃの病院
10 時～ 14 時 ※13 時受付終了

場　所　料理実習室　  　　 費　用 原則無料

壊れたおもちゃをその場で修理してもらえます。
※壊れたおもちゃと部品、説明書、　新しい
　電池をお持ちください。
※コンピューターゲーム機は取り扱えません。
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↑玉野市立図書館・
中央公民館ＨP

●

～30
（火）

8/ ４
（日）

9/

19
（月・祝）

9/19
（月・祝）

9/

UNO宇野  ～10th anniversary～

場　所　ギャラリー　入場料　無料

たまの地域人づくり大学・中央公民館連携

11
（日）

9/

18
（日）

9/

17
（土）

9/

【星の巡礼コンサート】
～十二星座の音楽といのちの
時間の物語「バスに乗って」～

場　所　多目的室（大） 　料　金 無料
時　間 14 時～ 15 時半
定　員 70 名　※要申込み、先着順
申込方法　お電話または総合カウンターで申し込み

プラネタリウム、星のお話のコンサートです。
マリンバとアコーディオンにのせて、
12 星座の音楽についてお話します。

場　所　多目的室（大） 　料　金 一般 990円、小～高校生 490円
時　間 15 時～17 時半
定　員 24 名　※要申込み、先着順　定員になり次第終了
申込方法　お電話または総合カウンターで申し込み

宇野でUNOして10年目！ 記念すべき10年目のチャンピオンは一体誰だ !！

マスキングテープワークショップ
15 時～19 時　※入退場自由、予約不要
マスキングテープでUNO宇野を彩ろう！

 　　　　　　【出演】
お話………… さわきょうこ（楽香）
アコーディオン…岩城里江子（楽香）
マリンバ…………藤本亮平
　　≪玉野公演ゲスト≫
　　ダンサー………藤田朱美

※玉野市宇野出身

※玉野高校出身

場  所 多目的室（大）
定  員 50 名（先着順・要申込）
受講料    無料
申込期間  9月4日（日）17時まで
所定の申し込み用紙に
ご記入のうえ申込み
講　師　玉野市文化財
　　　　保護委員長
　　　　北村 章 氏

文化財保護委員が日比港の歴史について講演します。詳細は
中央公民館や各市民センターにあるチラシをご覧ください。

向日比港から遠望した日比港→※写真はイメージです

18
（日）

9/ 中央公民館 特別講座

場  所 実習室
定  員 6 名（先着順・要申込）
受講料   500 円 対　象　小学５年生以上
申込期間  9月13 日（火）21 時まで
お電話または総合カウンター
で申し込み
講　師
【仏画・友禅同好会】講師
茂 正隆 氏

２日連続の講座です。
日本画の描き方や色の塗り方を学びます。

　宇野港エリアの過去の作品を振り返りながら、瀬戸内国際芸術祭を
知っていただくひとつの機会として開催します。
　更に期間限定クイズラリーを開催！　瀬戸芸に関するクイズに答えて
オリジナルグッズをもらおう！！　※内容は変更する場合があります。

らっきょ


